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スナック・パブ・バー 居酒屋・焼き鳥 和食・洋食・中華・イタリアン・カフェ

ブロック別参加店メニュー
2017年９月２日㈯ 午後５時スタート

A クッロブ B クッロブ C クッロブ
●Bar Caveaun ☎２２－５０１３
生ビール・カクテル（４０種以上）・ノンアルコールカクテル・
ウイスキー各種から１杯＋自家製ハム。

●居酒屋　藤吉 ☎２２－３３７７
生ビールもしくはウーロン茶１杯と豚もつ煮込み。

●ゴールデンベル ☎２１－６８９７
若い！元気！話しやすい♪女の子達が、生ビール、焼酎、各種
ジュースをご用意してお待ちしております。

●網元　本館 ☎２３－３４５６
（旬の魚介カルパッチョ＆生ハムクリームチーズのバケット）生
ビールORグラスワイン付セット!!お待ちしております。

●網元　別館 ☎２４－６５２５
冷えた生ビールと新鮮なお刺身でお待ちしております。ごゆっく
りして下さい。

●網元　蟹海楽 ☎２４－３４５６
気楽に入れるお店です。鮨と生ビールでお待ちしています。

●かっぱのめし屋　威風 ☎５１－５３４９
生ビール（60種以上）の中から１杯とおつまみまたは、人気の定
食メニューとソフトドリンク１杯、２コースお選び下さい。

●BAR SEVEN ☎５９－３７３７
自家製ポークジャーキーとチーズの盛り合わせをご用意しており
ます。隠れ家すぎて入口わかるかなぁ～。

●中華飯店　来々軒 ☎２１－３５５５
ミニサイズ各種ラーメンとビール、サワー、ハイボール。

●ステーキ＆ハンバーグCrazy Bear ☎２６－８９２９
新規オープンのお店です。リブサイコロステーキと生ビール・ハイボール・
サワー・ソフトドリンクのうちどれか。店内の雰囲気も楽しんで下さい。

●酒彩dining陽sorana ☎２６－０３７３
色々とテリーヌ。あとはお楽しみ♡
ぜひおまちしてます。

●ダーツバーＯ．Ｒ．Ｂ（オーブ） ☎２３－９３７３
当店ならではのダーツ１時間フリープレイと塩豚モツ煮をご用意
いたします。１ドリンク付きです。

●和食屋まんぼう ☎２１－７７００
カツオ刺３貫と自家製卵豆腐にグラス生ビールをセットで出させ
て頂きます。

●カフェ・ヌーヴォー ☎２４－１３５８
むっちり太麺の肉好きにはたまらない自家製ボロネーゼパスタ。

（またはアマトリチャーナ）サラダ・スープ付。

●常陸手うち餃子　正 ☎８８－０７６９
①ローストビーフ単品　②牛たんローストビーフ単品＋グラス
ビール

●Sushi Diningかっぱ ☎２１－３８１７
日立に店をかまえて５０年の老舗寿司店。にぎり寿司＋天ぷら＋
ワンドリンクをご用意してお待ちしてます。

●焼酎BAR ENDEN ☎２３－７３４５
九州直送の焼酎約１４０本の中からお気に入りの一杯を見付けて
下さい。イタリアンなおつまみとご一緒に！！

●餃子BAR G-BROS ☎２３－５３３５
G-BROS特製揚餃子サラダとハーフビール、カクテル、ソフトド
リンクから一品

●フラッシュ ☎２４－４５５０
カクテル他沢山の飲物＋フルーツ添えおつまみ。癒しにいらして
下さい。素敵な女性スタッフがお待ちしております。

●BUZZ SONGS ☎４７－９１６９
ドリンク１杯、おつまみ１品。流れる音楽に体を揺らしながら素
敵なひとときをお過ごし下さい。

●CLUB Paro-Paro ☎２４－３７１９
生ビールか樽ハイどちらか１杯＋お通し。日立１若いフィリピ―
ナがお待ちしております。

●JEWEL -ジュエル- ☎０８０－５４０６－５２３９
生ビール・焼酎・ウイスキーから１杯+お通し。アットホームな
雰囲気の中明るく楽しいママと飲みましょう。

●ハイボール酒場ハイカラ ☎８７－６０１６
日立１おいしいハイボールとからあげがここにあります！心地よ
い空間で癒されてみませんか？

●中国料理 青龍 ☎２２－５２８８
ハイボールか樽ハイどちらか１杯と白片肉（薄切豚肉にんにく
ソースかけ）

●SOUNDBAG café ☎３３－５５０７
８月にオープンしたライブ＆ミュージックバー。ドリンク１杯と
お通しキャベツ、串２本でお待ちしております。

●昭和酒場OBANZAI ☎０７０－２１８１－８６３６
６月OPENのOBANZAIのお店です。ドリンク１杯とOBANZAI３
点盛り御用意してお待ちしております。

D クッロブ E クッロブ
●moon Bow ☎２１－２６７６
落ち着いた雰囲気のお店です。海老とアボカドの生春巻きをどう
ぞ。

●スナックJUN ☎２２－１２５３
High Gradeな雰囲気。Reasonableな価格、WorkerのHeartを癒し
続けて２２年。クリーミー系女子が待ってます。One Drink＋お通し。

●居酒屋　一 ☎２１－０８０２
おいしいお酒飲んでみませんか。田酒・獺祭・日高見（各限定１
８杯）他各種お飲物をご用意意しております。＋お通し。

●ぺぺルモコ ☎２１－４４８６
３８歳（自称）美人ママと明るい女の子達がお待ちしています！
焼酎、ウィスキー、ビール各種プラスお通し。

●カクテルと食彩の店　とらんたん ☎２２－１０３０
小皿でおすすめオードブルの３種盛りと、飲み放題メニューから
お好きなドリンクを１杯ご提供いたします。

●イタリア家庭料理ベイカナーズ ☎２４－７５３１
ボローニャ風ミートソース＆グラスワイン、グラスビール、ソフ
トドリンクいずれか１杯。

●希咲 ☎２７－２０５０
生ビール、焼酎、ウイスキー、お通し♡笑顔♡明るく盛りあげ上
手な女の子たちと、お待ちしております。

●珈琲館　日立店 ☎２１－７４１１
ビーフカレー、ハヤシライスとセットドリンク。ハンドドリップ
の本格コーヒーが味わえる喫茶店です！

●おしゃれ倶楽部 ☎２３－４００５
ドリンク＋お通し。素敵な店を５店選び、楽しい夜をお過ごし下
さい。その内の１店に当店をお選び下さい。

●DartsBar MaaBo ☎３３－８３０３
ドリンク１杯、チーズサラミ

●おでんのおいちょ ☎２６－０１４１
気軽に入れるお店です。生ビール・焼酎・ハイボール・サワー・ソフトドリンクの中か
ら１ドリンク＋もつ煮Ｏｒおでん盛り合わせ。おしゃれな雰囲気もお楽しみ下さい!!

●ドトールコーヒーショップ日立店 ☎２２－２７３３
ミラノサンドA＋Sサイズドリンク全種類の内１点・粗品＋次回使
える220円値引きドリンクチケット付き！

●浪花 ☎２２－０４５０
生ビールまたはグラスワインと新鮮刺身をご用意してお待ちして
おります。

●ホテル天地閣 ☎２２－０１８８
グラスワインまたはソフトドリンクとコールミート３種

●門部屋本店 ☎２１－１０８１
旭町の小さな寿司屋です。日本の味をご賞味下さい。寿司３貫と
いなり寿司、ワンドリンクのセットです。

●café CORTOT ☎３３－７７７８
グラスワインと生ビールに、お客様に好評の手作りおつまみをご
用意。ご来店をお待ちしております。

●蕎麦処　まち庵 ☎３３－８８３８
生中、サワー、焼酎＋自家製常陸秋そばをご用意してお待ちして
おります。会場からも近いので最後は当店で！

●café de  ville ☎３３－８８９７
季節のケーキプレートにトアルコトラジャブレンドコーヒーを付
けた限定セットをご提供します。お楽しみに！

●アルフレスコダイニング ☎２４－３３０３
タコのマリネとガーリックトースト。お飲み物はグラスワイン

（赤・白・泡）ソフトドリンクから１杯。

●ライブラリーカフェ　トラックス ☎３３－５４１２
ニューヨークスタイルのお洒落な中華”シェフ自慢のエビのチリ
ソース”と生ビールやワインをご賞味下さい。

●イルバンカーレ ☎２５－１１１４
オシャレなテラス席で生ビールｏｒイタリア産ワインとカットス
テーキをご賞味下さい。

●じぇんとる麺 ☎３３－８２０３
生ビール、ハイボール、サワー、ソフトドリンク＋おつまみｏｒ
ラーメンのセットが選べます。詳細は店頭で。

●旬菜喰楽ぶTOMO ☎２４－７５５７
生小またはハイボール。旬の刺身または焼魚か煮魚。

●喜聞屋 ☎２１－５２２３
新鮮な馬刺盛り合わせ＋牛スジの煮込みをご用意してお待ちして
おります！ぜひ当店へ!! 

●SUNRISE ☎２１－０２２１
生ビール、ソフトドリンクどちらかと手作りお通し一品。明るい
素敵な女性が沢山いるお店です。来て下さいネ！

●スリーナイン ☎２４－４４０９
カラオケの音響が自慢のお店です。メニューは生ビール、焼酎、
ウーロン茶、チャームは手作りでご用意しております。

●喰わし亭こうが ☎５１－５０５０
生ビール・ハイボール・焼酎水割とステーキ・プルコギ・紅しゃ
け茶漬け

●Cheetah Fire ☎０８０－１２１１－４５４９
生ビール、ハイボール、各種サワー・カクテル・ドリンク+お通
し　気軽に楽しめるBARがコンセプトです!!

●食彩酒つくしんぼ ☎２３－１３８６
生ビール（小）とハイボールとサワー各種から１杯とカツオのタ
タキ風。なくなりましたら刺身。

●やきとり金太 ☎２３－４０５４
生ビール・サワー・ハイボールと牛すじ煮込み・鳥唐南蛮漬け・ソー
セージなど

●DiningBar TAICHI ☎２３－２９５５
落ち着いた雰囲気で女性が１人でも楽しめるダイニングバーで
す。洋食を中心としたフードメニューも充実。

●American Diner Cotton's ☎５１－４８４３
生バドワイザー or 580円以内のカクテルandダイスカットベーコ
ンステーキ!!

●SECOND EARTH DINER ☎８７－６０１６
お好きなドリンクを１杯サービス。さらにおしゃれな空間でリブ
ロースステーキと前菜盛り合わせを提供します。

●バーオールドウェイ ☎２４－５１４４
ビール、ウイスキー、カクテルとチーズとスモークソーセージなど。 

●やきとりの名門　鳥太郎 ☎２１－４４００
焼鳥重、サラダ・おつまみギョーザ＋飲み物一杯（生ビール・焼酎・
日本酒・ジュース類の中から）

●居酒屋 吉兆 ☎２１－８５１６
アルコール、ソフトドリンク「生ビールワイン」自家製厚揚。自
家製焼売、料理２点

※メニューの飲食物は、客数により代替えになる場合がありますので、ご了承ください。

★各ブロックの中から１軒を回って飲食し、地図左のスタンプ欄に
　スタンプをもらってください。飲食券は当日午後８時３０分まで有効。
★未成年者の飲酒は法律で禁止されています。

◆　ル　ー　ル　◆

飲みたかったのは、
極上のウイスキーソーダ。
オールドパー シルバー
登場！！

日立商工会議所第10回ドリンクラリー


